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あけましておめでとうございます。
一般社団法人大垣労働基準協会の会員の
皆様には健やかに新年をお迎えのこととお
慶び申し上げます。
昨年４月に大垣労働基準監督署に着任し
て以降、新型コロナウイルス感染症の拡大防
止に取り組みつつ、働く人の安全と健康の確

保、長時間労働の抑制と働き方改革関連法の円滑な施行、迅速公正な
労災補償給付などを重点課題として、行政を運営してきました。会員
の皆様には、行政運営に御理解と御協力をいただき、厚く御礼申し上
げます。
働く人の安全と健康の確保については、昨年は多くの産業で労働災
害が大幅に増加するなど、非常に厳しい結果となりました。この労働
災害発生件数には、業務に起因して新型コロナウイルス感染症に罹患
し休業した労働者数も相当数含まれていますので、コロナ禍前の状況
と単純に比較することはできませんが、コロナ関係の件数を除いたと
しても前年比で増加しており、改めて事業場の職場環境や作業方法に
応じた災害防止対策の徹底が求められております。また事故の型別の
対策としては、特にどのような業種でも起こりうる転倒災害や高年齢
者労働者に多い腰痛災害等の防止に重点をおいて取り組む必要があり
ます。
長時間労働の抑制と働き方改革関連法の円滑な施行については、時
間外・休日労働が1か月で80時間を超過するなど過重労働が認められ
る事案を重点に、必要な対応をお願いするとともに、オンラインも活用
した説明会を開催するなど各種支援に取り組みました。今後も月60時
間を超える時間外労働を行った場合の割増率の引き上げの中小企業へ
の適用が本年４月から、また自動車運転者、建設事業、医師の時間外
労働の上限規制の適用が令和６年４月から予定されております。よっ
て、当署の労働時間相談・支援班を中心に説明会の開催や個別訪問な
どによりきめ細かい支援を行っていくことにしておりますので、ぜひ
ご活用ください。
労災補償給付については、請求書の受理後、迅速な事務処理、認定
基準等に基づいた公正な認定を行い、被災労働者の保護を図ることと
しております。
会員の皆様には今年も新型コロナウイルスの感染症状況や、国際情
勢、為替の状況を注視しながら企業活動を行っていく年となると思い
ますが、いかなる社会経済情勢であっても、災害防止活動や長時間労
働の抑制などは最優先で取り組まなければならないものでありますの
で、引き続き、全ての従業員が安全で安心して働ける職場環境の確保・
改善に御尽力いただきますようお願い申し上げます。
最後に、今年一年の無災害と貴協会並びに会員事業場の益々の御繫
栄を心から祈念申し上げ、新年の御挨拶とさせていただきます。

一般社団法人 大垣労働基準協会

会長　小川 信也　
新年明けましておめでとうございま
す。会員の皆様には健やかに新春をお迎
えのこととお慶び申し上げます。昨年
は、当会の運営に格別のご協力を賜り厚
くお礼申し上げます。
会員のみなさまにおかれましては、昨

年もそれぞれの職場において労働災害防止に懸命のご努力を
頂いたことと存じます。しかし残念ながら一昨年に続き、大垣
労働基準監督署管内の休業4日以上の労働災害は大幅な増加と
なりました。11月末日現在の集計で昨年比全産業では552件、
50.4％増と増加傾向に歯止めがかからない状況にあります。
「労働災害の防止＝安全で健康な職場づくり」は当協会の最大
の使命であり、本年は大垣労働基準監督署との連携をさらに強
化し、より具体的な取組を検討してまいります。
働き方改革への取組として、昨年「新はつらつ職場づくり宣
言」について数値目標を掲げその取組を強化してまいりまし
た。みなさまのご協力及び大垣労働基準監督署、ハローワーク
大垣との連携により、6月の総会以降11月までの宣言事業場数
は146件と大幅な増加となりました。「来年度末までに西濃地
域で宣言事業場200」という目標に向けて本年もさらなる取組
を勧めます。また、「ハラスメント対策」など会員のみなさま
の関心の高い事項を中心に、より具体的な内容のセミナーの開
催、情報提供など充実してまいります。これらの事業実施に当
たっては、本年も引き続きコロナウイルス感染防止のため、こ
れまでどおりセミナー等をオンライン配信との併用とするな
どの取組を継続してまいります。
昨年は６月から猛暑日を記録するなど厳しい夏となりまし
た。これ以上地球温暖化が進行すれば、多くの作業現場で就労
自体困難となりかねません。持続可能な企業経営のために、政
府目標の2030年CO2の46％削減、2050年カーボンニュートラ
ルをなんとしても達成させなければなりません。地域の企業が
この使命を果たすべく、トップ自らがゼロ災害の目標とあわせ
て積極的なお取組をいただきますようお願い申し上げます。
本年が会員の皆様にとって、労働災害のない明るい１年とな
りますことを心よりご祈念申し上げ、新年のご挨拶といたしま
す。

年頭のご挨拶
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令和４年10月末速報値における休業４日以上の死傷者数は、
【表】のとおり492人（うち死亡者数０人）、対前年比164人
（50.0％）増となっています。なお、この中には新型コロナウ

イルス感染症による休業
が含まれていますが、令
和４年10月末速報値で
は165人と令和３年より
大幅に増加しています。
業種別死傷者数の対前
年比は【グラフ１】のと
おりです。商業等の148人
（129.8%）増や運送業の8
人（25%）増が目立ちます。
年齢別による災害の傾向
は、年齢60歳以上の高年齢
労働者が130人（26.4％）占
めています。【グラフ２】の
とおり、平成24年の17.9％
から8.5ポイント増加して
おり、近年高止まりが続い
ています。また、130人中、
62人（47.7％）が転倒災害や墜落、転落災害であり、バランス感覚低下等の影響と思
われる災害が半数近くを占めています。

（１）製造業【グラフ３、グラフ４】
製造業の死傷者数は、【グラフ３】の

とおり対前年比6人(4.5％ )減の128人
となりましたが、金属、機械製造業は対
前年比９人増の46人となっています。
【グラフ４】のとおり事故の型別で
は、はさまれ・巻き込まれ災害が26％
と最も多く、金属、機械製造業等におい
て機械装置の可動範囲内へ侵入した際、
機械停止等を講じていない災害が多発しています。

（２）建設業【グラフ５、グラフ６】
建設業の死傷者数は、【グラフ５】の
とおり対前年比8人(18.6％ )増の51人
となり、土木工事業は５人増加していま
す。
　【グラフ６】のとおり事故の型別で
は、その他を除くと、転倒や墜落、転落
災害で合計43％を占めており、墜落防
止措置の不備やはしごからの墜落災害
が目立ちます。

【表】大垣署管内の休業４日以上の死傷者数（死亡者数は内数）
７月末速報値

の比較
業種

令 和 ３ 年 令 和 ４ 年 増 減 数

死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数

全産業 328 5 492 0 +164 -5
製 造 業 134 2 128 0 -6 -2
建 設 業 43 1 51 0 +8 -1
鉱 業 0 0 3 0 +3 0
運 送 業 32 0 40 0 +8 0
農林業等 5 0 8 0 +3 0
商 業 等 114 2 262 0 +148 -2

令和４年大垣署管内の労働災害発生状況（10月末速報値）
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【グラフ１】
業種別死傷者数の推移
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【グラフ３：製造業】
業種別死傷者数の推移

食料品

窯業土石

金属、機械

上記以外

化学工業

1 53
4

30
28

9
14

43

51

0

60

50

40

30

20

10

R3(10月末) R4(10月末)

【グラフ５：建設業】
業種別死傷者数の推移
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【グラフ２】死傷者数合計に対する年齢60歳以上
　　　　　　高年齢労働者の割合の推移（％）
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【グラフ４：製造業】事故の型の内訳
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大垣労働基準監督署
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社内の安全衛生管理、安全衛生教育などの疑問は当協会へ

（３）運送業【グラフ７、図１】
運送業の死傷者数は前年同期比8人（25％）増の40人となっています。
【グラフ７】のとおり事故の型別では、墜落・転落災害と転倒で52％を占
めており、従来から多く発生しているトラック荷台等からの墜落や配送先等

での転倒が目立ちます。
＜運送業の災害事例＞
顧客先にてフォークリフトでパレッ
トを出すため、トラック荷台内で待っ
ていたところ、誤って足を踏み外し、地
面に転落した。【図１】。

（４）商業等【グラフ８、グラフ９】
商業等の死傷者数は、【グラフ８】の

とおり対前年比人148人（129.8％）増の
262人となり、大幅な増加となっていま
す。商業等で増加が目立った業種は、卸
売業であり、対前年比７人（175％）増と
なっています。
【グラフ９】のとおり事故の型別では、
その他を除くと、転倒災害が17%を占め

厚生労働省では、戦後の高度成長期における
産業災害や職業性疾病の急増を踏まえ、1958年
の第１次から労働災害防止計画（５カ年計画）が
策定され、これまで13次にわたり策定してきま
した。今年度は、第13次労働災害防止計画期間
中（2018年度～ 2022年度）の最終年度となって
います。右表は大垣労働基準監督署における目
標及び達成状況ですが、死傷者数の全て、死亡
災害の製造業において目標未達成の状況です。
このような状況を踏まえ、労働災害を少しで
も減らし、労働者一人一人が安全で健康に働くことがで
きる職場環境の実現に向け、2023（令和5）年度を初年
度とする「第14次労働災害防止計画」を策定する予定
で、労働政策審議会安全衛生分科会において、その案が
示されています。
同案については、下記ＵＲＬをご覧ください。
＜第150回　労働政策審議会安全衛生分科会（資料）＞ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29207.html

【図１：墜落、転落災害】【図１：墜落、転落災害】
トラック荷台からの転落トラック荷台からの転落

第13次防労働災害防止計画の達成状況及び第14次労働災害防止計画について
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【グラフ９：商業等】事故の型の内訳
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【グラフ８：商業等】
業種別死傷者数の推移
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接客娯楽
清掃業等
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ています。これから冬季を迎え、積雪や
凍結による転倒リスクが高くなってきます。また、床面の濡れ、整頓不足が原因である
労働災害も多く発生しており、定期的な職場の転倒リスクの把握とその低減化が重要で
す。

業種別 29年
（実績） 13次防 平成

30年
令和
元年

令和
2年

令和
3年

令和4年
(10月末)

死
傷
災
害

全産業 368
目標 365 361 358 354 350
実績 375 360 392 439 492

陸上貨物運送事業 累計 
214

目標 40 81 121 162 203
実績 43 87 136 177 217

小売業 累計 
158

目標 30 60 90 120 150
実績 38 70 104 160 201

社会福祉施設 累計 
79

目標 15 30 45 60 75
実績 18 36 58 96 220

死
亡
災
害

全産業 累計 
14

目標 3 5 8 10 12
実績 3 4 7 12 12

建設業 累計 
7

目標 2 3 4 5 6
実績 2 2 2 3 3

製造業 累計 
3

目標 0 1 1 2 2
実績 0 0 1 3 3



2023年１月１日 第 189 号 4

安全衛生旗などの用品、ポスター、図書の購入は当協会へ

月60時間超の時間外労働手当の割増率が50％に！―就業規則の変更が必要ですー
大垣労働基準監督署

中小企業への適用が猶予されていた60時間を超える
時間外労働手当の割増率を50％以上とする法改正が本
年4月1日よりすべての企業に適用となります。
時間外労働が常態化している事業場においては、大
幅な人件費の増加になります。あらためて、時間外労
働の削減に向けての取組を進めてください。
なお、月60時間以上の時間外労働を行った場合、当
該労働者の健康確保のため割増手当の替わりに、年次
有給休暇とは別の有給の休暇を与える「代替休暇」の
制度を設けることもできます。
割増率の変更を定める場合、また代替休暇制度を設
ける場合は、就業規則の変更が必要となります。労働
者10名以上の事業場においては就業規則変更の際、労
働基準監督署への就業規則変更届をご提出いただきま
すようお願いいたします。

「求人者マイページ」とは
　・求人サービスをオンライン上で受けられる事業者向け専用ページです。
　・ハローワークの窓口でメールアドレスを登録後、パスワードを設定するだけで簡単に開設できます。

特定（産業別）最低賃金が改正されました！ 大垣労働基準監督署

最低賃金の名称 最低賃金額 効力発生日
岐阜県最低賃金 時間額 ９１０円 令和 4 年 10 月 1 日

特定（産業別）最低賃金
電子部品・デバイス・電子回路、

電気機械器具、情報通信機械器具製造業 時間額 ９２９円
令和 4 年 12 月 21 日自動車・同附属品　製　造　業 時間額 ９７２円

航空機・同附属品　製　造　業 時間額 ９９１円

求人者マイページを活用しませんか? ハローワーク大垣

冬季は降雪や凍結により転倒災害が増加する季節です。冬季の転倒災害を見てみると、以下のような特徴があります。
・60歳以上の高齢者に多く発生している　→　筋力などの衰え、バランス機能の低下
・出退勤時に多く発生している　　　　　 →　朝夕の暗がり、低温、凍結環境
・休業１か月以上など重症化事例も多い　 →　凍結箇所で勢いよく転倒すると骨折などにつながる

冬は転倒災害が増加します！

　メリット①　ハローワークに来所しなくても、24時間いつでも、どこでも求人申込ができる！
　メリット②　過去に出した求人データ（令和２年１月６日以降のもの）を転用して求人申込ができる！
　メリット③　事業所情報の変更、求人条件の変更・募集停止がオンラインにてできる！
　メリット④　画像情報の登録ができる！
　メリット⑤　紹介状の確認や選考結果の登録ができる！

ハローワークの求人の50％がオンラインでの申込です。問い合わせ先は、ハローワーク大垣求人コーナー（0584-73-9296）まで

防止のために以下のような対策を講じましょう
①転倒危険箇所マップの作成など、転倒災害の注意喚起を呼びかける
②駐車場から就業場所などの照明の確保、ゴムマットなど滑り止めの措置
③建物の入口に水を除去するための足ふきマットなどの設置

大垣労働基準協会
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ＳＴＯＰ！ハラスメント　仕事の充実は明るい職場づくりから

10月７日（金）ぎふ清流文化プラザにて「令和４年度岐阜県安全衛生大会」が開催され、県下全域から130名が参加され
ました。
当日は、安全衛生への取組の模範として、岐阜労働局長表彰、岐阜県労働基準協会連合会長表彰の表彰式が行われました。
この地域からは、岐阜労働局長功績賞として、長く林業・木材製造業労働災害防止協会岐阜県支部長の任に就かれ献身的に
ご活躍された大垣市の浅野木材（株）会長の浅野一行様が、岐阜県労働基準協会連合会長表彰として、（株）イビコン様、岐
建（株）様、三菱ケミカル（株）大垣工場様の３事業場が日頃の安全衛生管理活動の取組が評価され、表彰を受けました。
今回、岐阜県労働基準協会連合会長表彰を授与されました「三菱ケミカル（株）大垣工場」様の環境安全セクションのセ
クションリーダーの森様をおたずねして、日頃の取組についてお話を聴いてまいりました。　

【三菱ケミカル（株）大垣工場のお仕事について】【三菱ケミカル（株）大垣工場のお仕事について】
当社は化学製品、フィルム材、粘着剤などの製品として使用される各種樹脂を、中間生産物として製造しています。大垣
市内で３地区に分かれて工場があり、いずれも市街地内にあることから、地域生活への影響に万全の注意を払い、地域から
のご理解と、ともに働く仲間の安全と健康を最優先としながら生産活動を行っております。
【三菱ケミカル（株）大垣工場の安全衛生活動について】【三菱ケミカル（株）大垣工場の安全衛生活動について】
各部署に安全衛生業務のみを専門に行う６名の「安全推進者」を配置し、現場内の情報収集と改善推進を行わせています。
安全推進者は他部署との相互啓発も行いながら、「ルールを納得して守る、自分だけでなく仲間に働きかける」＝「相互啓
発型の安全管理体制で安全文化の向上を目指す」をテーマに日々取組んでいます。
過去にフォークリフトに係る事故が多かったことから、これに集中した取組として「リフトへのドライブレコーダーの設
置、運転者への随時再教育、技能テストの開催など」を展開したところ、物損事故を含め数年で大幅な減少を達成すること
ができました。この体験により「安全への真剣かつ集中した取組は必ず効果が出る」という確信を得ることができました。
また、企業の安全管理を専門的に取組んでおられる新潟大学の東瀬朗先生に指導を受け「安全文化診断」を行い、部署ご
との安全文化を一定の数値化により診断することを行っています。これにより安全文化の低い部署に対しての対応を図るな
ど効率的な対策を取ることとしています。
【コミュニケーションの充実と労働時間管理】【コミュニケーションの充実と労働時間管理】
コミュニケーションの充実を重要テーマと考え、毎日の朝ミーティング、年４回の上司との面談などを行っています。朝
ミーティングでは、健康面のチェックとともに当日の残業の有無の確認を行い、時間外労働の縮減につなげることを目指し
ています。
【大垣労働基準協会に望むこと】【大垣労働基準協会に望むこと】
前身の日本合成化学工業の頃から長く大垣労働基準協会化学工業部会の活動に
参加しております。部会活動においては、行政から頂く新しい情報と、同業他社
との情報交換が大いに役立っております。今後も期待しております。
【お話を聴かせていただいて】【お話を聴かせていただいて】
特に印象的だったのは「安全への真剣かつ集中した取組は必ず効果が出る」と

いう言葉でした。特にフォークリフト作業の安全確保には運転者の意識に関わる
部分が大きく、ともすれば各自の意識任せとなりますが、ここにハード・ソフト
両面での取組を集中することで大きな成果を挙げられたとのことでした。　
安全衛生という仕事には満点やゴールがなく、なかなか報われないと考えてし
まうこともありますが、「真剣な取組が必ず大きな成果を招く」　という言葉には
大いに勇気づけられる思いでした。

【専門部会】

10/ ７　岐阜県産業安全衛生大会
10/14　岐阜県トラック協会西濃支部研修会
10/21　労務管理セミナー
12/ ２　年末年始無災害運動講習会
12/ ５　第2回理事会・運営委員会

10/13　林業・木材製造業労災防止全国大会
10/18　林災防安全パトロール（末永製作所）
10/26　林災防安全パトロール（西南濃森林組合） 
10/27　林災防安全パトロール（揖斐森林組合）
11/ ２　化学部会 定例会

事務局・専門部会活動報告事務局・専門部会活動報告事務局・専門部会活動報告　　　大垣労働基準協会 ※�詳細は協会ホームページで掲載しています。講習会、部会等は
写真、資料等をあわせて掲載していますのでぜひご覧ください。

【事務局】

連合会長表彰を授与された三菱ケミカル（株）大垣工場様にインタビューしました！
大垣労働基準監督署

三菱ケミカル（株）大垣工場にて三菱ケミカル（株）大垣工場にて
環境安全セクションリーダー 森様環境安全セクションリーダー 森様



2023年１月１日 第 189 号 6

高所作業に必要です！1月30日フルハーネス型墜落制止器具特別教育を受講ください

＊＊＊各種講習会のお知らせ【大垣地区開催分】＊＊＊
＊お問い合わせの際、ホームページもご利用下さい。（URL:https://www.ogakiroukikyo.com）
＊定員になり次第締め切ります。

＊申込先　　　（一社）大垣労働基準協会　　TEL 0584-73-2272　　FAX 0584-73-2257　
＊講習会場　　大垣市職業訓練センター　大垣市西大外羽1-226-1　他

講習名 開催日 講習名 開催日

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育  １月30日（月） リスクアセスメント研修  ３月２日（木）

現場監督者・職長等安全衛生教育
（製造業等）  ２月８日（水）～９日（木） 有機溶剤作業主任者技能講習  ３月７日（火）～８日（水）

動力プレス金型調整特別教育  ２月22日（水） 特定化学物質作業主任者能力向上教育  ３月10日（金）

有機溶剤作業主任者能力向上教育  ２月24日（金） 新入社員安全衛生教育  ４月６日（木）

玉掛技能講習 （学科）２月27日（月）～28日（火） 
（実技）３月３日（金） フルハーネス型墜落制止用器具特別教育  ４月27日（木）

併合講習
（玉掛技能講習・クレーン運転〈5t未満〉）

（学科）２月27日（月）～28日（火） 
（実技）３月１日（水）～２日（木） 一般建築物石綿含有建材調査者講習  ４月27日（木）～28日（金）

※受講案内・申込書はホームページから最新版をダウンロードしてご使用ください。
　コロナウイルス感染症の動向により、延期・中止をすることがあります。ホームページでご確認ください。

　新年あけましておめでとうございます。
　昨年を振り返ってみますと、これまでにも増して
厳しかった夏が思い返されます。あまりの暑さに一
部の建設工事現場では、作業時間を22時から翌朝
６時としたということもあったようです。このまま地
球温暖化が進めば、建設業だけでなく屋内を含む多

くの作業現場において日中の作業ができない、と
いう事態になりかねません。協会長の年頭のご挨
拶にもありますとおり、本年は安全で健康な職場
づくりという目標を達成するためにも、地域全員
の力でＣＯ2削減への取組をより強力なものとす
る１年としていきましょう。　（よ）
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2022年12月５日、ソフトピアジャパンセンタービル内において、2022年度第2回理事会を開催しました。本理事会の冒頭
あいさつで小川協会長は、「感染症など経済情勢の不安定さはある中でも、増加する労働災害を防止させるための努力はゆ
るめることができない課題である」旨述べました。
議事においては、2022年度４～９月の上期における実施事業の
内容と、会計の報告を行い理事のみなさまからご了承をいただきま
した。
理事会終了後会場を移動し、運営委員会を開催しました。冒頭来
賓の大垣労働基準監督署の中野署長から、来年度から新たな５か年
計画が示される「第14次労働災害防止計画」の概略、新はつらつ
職場づくり宣言への取組などについて説明がなされました。議事に
おいては安全・衛生・労務の各委員会からこの間の実施事業と今後
の課題と取組について報告がなされ、いずれもご了承をいただきま
した。事務局では今後の課題について再確認をするとともに、会員
事業場のみなさまの役に立つ具体的な取組を行ってまいります。

2022年度第2回理事会、運営委員会を開催しました。 大垣労働基準協会

2月17日（金）メンタルヘルスセミナーを開催します！ 大垣労働基準協会

職場におけるメンタル不調者は増加を続け、経営上だけでなく各管理者にとっても深刻な課題となって
います。大垣労働基準協会では毎年みなさんと一緒に考える機会として「メンタルヘルスセミナー」を開
催しています。今回は、企業内で専属的に取組まれた経験を有する産業カウンセラーを講師に招き、具体
的事例を基にしたセミナーを行います。その中では職場で対応にあたる管理者自身のメンタルについても
お話いただきます。会員様あて案内文書、協会ホームページより申込みください。

ゼロ災つむりくん


